健康年齢向上プロジェクト

「みの☆すまいるアップポイント」始めます
市民みんなで健康づくりに取り組み、ポイントを貯めて、健康と景品をゲット！
「健康年齢向上」
を目指しましょう！

参加方法

1

STEP

2

STEP

※詳しくは「みの☆すまいるアップポイント」参加リーフレットをご覧ください

「みの☆すまいるアップポイント」参加リーフレット
（ポイントカード付）を入手しよう！

健康づくりのメニューに取り組み、ポイントカードにポイントを貯めよう！
メニュー1

健康診査・健診をうける（必須）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内容ごとにポイントゲット

メニュー2

市の健康講座・健康イベントなどに参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5ポイント
みの☆健康講座ラリー（1回）
・健康フェア
（1回）
・各種イベント
（1回）

メニュー3

健康づくりの目標を立ててチャレンジする（自己申告）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1日1ポイント
（上限30ポイント）
自分で目標を設定し、達成することで獲得できるポイントです。

3

STEP

貯まったポイント
（50ポイント・100ポイント）を
引き換えて参加商品をもらおう！

健康年齢向上！
○対 象：20歳以上の美濃市民の方
○参加リーフレット配布場所：保健センター・市役所（健康福祉課）・美濃病院・
各地域ふれあいセンター
○実施機関：平成28年9月1日（木）〜平成29年3月15日（水）
○カード提出締め切り：平成29年3月15日（水）
○カードの提出は一人1回のみとします
問い合わせ先・カードの提出先／保健センター（☎33-0550）まで
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◉申込期限／９月 日（金）
※出演時間は１グループ 分。前半、
後半の２回に分けて出演します。
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21

24

文化会館からのお知らせ

11

美濃和紙の里会館からの
お知らせ

20

15

▽第５ 回 美 濃 フ ァ ン タ ス テ ィ ッ ク
フェアー
ダンスや音楽で頑張っているグ
ループの方、個人の方、ステージで
思いっきりパフォーマンスしてみま
せんか？
◉とき／平成 年３月 日（日）午前
９時から午後５時（リハーサル含
む）
◉部門／ダンス、音楽
◉申込方法／文化会館に直接申し込
み（ダンスはＤＶＤ、バンドは２
曲入りのＣＤまたはＤＶＤが必
要）
◉申込期限／ 月 日（水）
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◆開催中の企画展
Ｗａｓｈｉのカオ 小河原智子
─ ART NIGAO
─
Two faces
▽９月
 １日（木）から 月 日（月・
祝）
まで
似顔絵作家小河原智子氏の似顔絵
が会場いっぱいに展示。
◆イベント情報
みの あーと いんふぉ 作品展
）
月の光（ moonlight paper
◉とき
 ／９月 日（土）・ 日（日）午
前 時から午後４時
◉とこ
 ろ／吉田工房（旧今井家住宅
隣）
※入場無料
※無料
 ワークショップ、ミニ衝立づ
くりもあります
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30

30

20

29
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◆休館日
９月
 ６日・ 日・ 日・ 日・
日・ 日
※詳しくは文化会館（☎３５・０５２
２）まで
27

10

この企画展は企業版ふるさと納税
によりＭＯＬＺＡ様の支援を受けて
います。
◆会館の案内
○開館 時 間 ／ 午 前 ９ 時 〜 午 後 ５ 時
（入館は午後４時 分まで）
○休館
 日／毎週火曜日及び祝日の翌
日
（火曜日が祝日の場合は翌日）
○入館
 料／大人５００円、小中学生
２５０円
（団体割引あり）
市内の小
中学生と 歳以上の人、要介護認
定者、身体障害者手帳・療育手帳
をお持ちの人は入館無料
※企画
 展の詳細など会館に関する問
い合わせは、
美濃和紙の里会館
（☎
３ ４・８ １ １ １） ま た は、 会 館 の
ホームページをご覧ください。
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◆出演者募集
▽第 回美濃市芸能大会
市内の舞踊、民舞踊、筝曲、詩吟、
横笛、民謡、モダンバレエなどが一
堂に集う芸能大会にあなたも出演し
てみませんか？
◉とき
 ／ 月 日（日）開演予定午前
時
◉部門 ／ 太 鼓、 舞 踊、 民 謡、 筝 曲、
詩吟、笛、ダンス、その他（歌謡
曲カラオケは不可）
◉申込
 方法／文化会館に直接申し込
み

和田

千波

﹁世界的な人権保障﹂

武義高校

バングラディッシュのダッカとい

うところでは、家族からの保護を受

けられず、路上で生活する子ども『ス

トリートチルドレン』がたくさんい

ます。その子たちの生活はつねに危

険ととなり合わせであり、そのスト

レスから麻薬などの犯罪行為に手を

染めることも珍しくない現場にあり

ます。

子どもの頃からこのような生活は

福祉国家の日本では考えられませ

ん。どの国でもどんな国でも人の命

は大切だと思います。だから世界全

体でこのような子が減っていくよう

に人権保障について考えていくこと

が大切だと思いました。
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http://www.city.mino.gifu.jp/
minogami/
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歴まちフォトコンテスト
11

市営住宅、特定公共賃貸住宅の
入居者を募集します

国から歴史的風致維持向上計画の
認定を受けた中部地方の 都市の歴
史的な建物、風景、活動等を撮影さ
れた作品を募集します。
◉対象／歴史まちづくり認定都市※
に ま つ わ る 歴 史 的 建 造 物、 風 景、
活動など※愛知県（犬山市・名古
屋市・岡崎市）、岐阜県（高山市・
恵那市・美濃市・岐阜市・郡上市）、
三重県（亀山市・明和町・伊賀市）
◉表彰／歴まち認定都市首長賞
◉当選発表／中部地方整備局ホーム
ページにて発表。 月頃予定。
◉応募期間／９月 日（木）まで
◉応募作品数／１人１作品のみ
◉応募方法／／①写真のタイトル②
写真の説明・コメント③撮影場所
④撮影年月日⑤氏名（ふりがな）⑥
住所・電話番号を記載し、写真を
添付のうえ、Ｅメールにて応募し
てください。
※撮影機材は問いませんが、応募の
受付はデジタル画像（ JPEG
）に限
ります。データサイズは５メガバ
イト以下としてください。
15
10

◉応募先／メールアドレス
cbr-keikakukanri@mlit.go.jp
歴まちフォトコンテスト事務局
（国土交通省中部地方整備局建政
部計画管理課内）
※詳しくは同事務局（☎０５２・９５
３・８５７１）まで
〈都市整備課〉

美濃市古城山
環境保全モデル林で伐採体験

◉とき／９月 日（日）午前 時から
午後２時まで
◉ところ／美濃市吉川町地内古城山
環境保全モデル林（ふれあいの森）
◉内容／親子で協力しながら木の伐
採体験をした後、薪で炊いたご飯
と味噌汁を味わいます。
◉定員／ 人（先着順）
◉参加 料 ／ 大 人 ２ ０ ０ 円、 子 供
１００円（保険料等）
◉申し込み／９月７日（水）までに住
所・氏名・電話番号・参加人数を
明記のうえ、産業課のファクス・
Ｅメールのいずれかで申し込みく
ださい。
ファクス３１・００５２
Ｅメールアドレス

うだつのまち美濃 分の１
健康マラソン参加者募集

スポーツ

sangyou_280@city.mino.lg.jp
※詳しくは同課（内線２６４）
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◉申し込み／９月１日（木）から９月
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集
◆新規随時募集住宅／
【市営住宅】
平成八年建設梅山住宅２号棟
３ＬＤＫ １戸
平成元年建設亀野住宅３号棟
３ＤＫ １戸
平成五年建設亀野住宅Ｂ棟
３ＤＫ １戸
◉申込
 受付期間／９月５日（月）から
受付
◆随時募集中住宅／
【市営住宅】
昭和四十八年建設梅山住宅
２ＤＫ １戸
昭和六十二年建設亀野住宅１号棟
３ＤＫ １戸
昭和四十九年建設松森住宅
２ＤＫ ２戸
【特定公共賃貸住宅】
平成五年建設亀野住宅Ａ棟
３ＤＫ ６戸
◉申込
 受付期間／随時受付中（先着
順）
◉申込
 先／都市整備課
※３Ｄ
 Ｋおよび３ＬＤＫは単身での
応募はできません
※市営
 住宅の家賃月額は入居者の収
入に応じて家賃が決定されます
※入居
 資格・収入基準など詳しくは
都市整備課（内線２３３）へ問い合
わせるか、市のホームページをご
覧ください。

10

募
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団加入者は団本部が負担します）
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◉とき
 ／ 月 日（日）午前９時ス
タート
◉コース／長良川鉄道美濃市駅前か
ら中央公民館までの約４・２キロ
◉参加資格／小学生以上の健康な人
（ 分以内にゴールできる人）
◉参加料／ １００円（市スポーツ少年

45

男女共同参画
「女性のためのもの づ く り 講 座 」
参加者募集
「実用的！はじめて の
家具作り レ ッ ス ン ！ 」
家具の組立てが苦手または作った
事がないという女性の方、みんなで
一緒に作ってみましょう。
◉とき
（日）
午後１時 分
 ／ 月２日
から午後３時 分
◉とこ
 ろ／市防災中央コミュニティ
センター３階大会議室
◉内容
 ／ベンチ・プランターカバー
の組立て（どちらかを選んでいた
だきます）
◉定員
（先着順）
 ／ 名
◉参加
 費／１０００円
◉持ち
 物／軍手・ドライバー（＋）
◉申し
（水）
から９月
 込み／９月７日
日（火）までに、総合政策課（内
線３４２）まで電話で申し込みく
ださい。
◉主催
 ／市民フォーラム実行委員会
〈総合政策課〉
13

15
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23

日
（金）
までに所定の申込書に必
要事項を記入の上、教育委員会人
づくり文化課へ（当日の参加申込
はできません）
同課
（☎３５・２７１１）
※詳し
 くは、
まで
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催し・講座

24

写真撮影研修会

市 民 プール
の 忘 れ 物 を９
月１日（ 木 ）か
ら市体育館（曽
代☎33‐2009）で保管してい
ます。
心当たりのある方は、同館ま
で問い合わせください。
〈教育委員会人づくり文化課〉

◉とき
（土）
午前９時出発
 ／ 月 日
◉とこ
 ろ／名古屋市・東山動植物園、
東山スカイタワー
◉集合
 場所／中央公民館駐車場
◉参加 費 ／ １ ０ ０ ０ 円（ 通 行 料 金、
駐車料金）昼食等は個人負担とな
ります。
（先着順）
◉定員／ 名

（月）
から 日
◉申し
 込み／９月 日
（金）
までに中央公民館へ
◉共催
 ／美濃市視聴覚協議会
◉その
 他／カメラはご持参下さい。
（☎３３・１１
※詳しくは中央公民館

０２）
まで

市民プールに
忘れ物はありませんか

特定健康診査の受診はお済ですか？

〜未受診の方に対して電話による特定健診のご案内をしています〜
特定健診を受診されていない40歳から69歳の方に、電話により受診をお勧めしています。
「特定健診受診勧奨コールセンター（フリーダイヤル0120−976−905）」からお電話します。
※上記フリーダイヤルは、特定健診のお問い合わせ先ではありませんのでご注意ください。
●実施期間：平成28年9月1日〜平成28年11月30日
●架電時間：月曜日〜土曜日 午前9時から午後8時
日曜・祝日 午前9時から午後5時
●本業務は、株式会社NTTマーケティングアクトに委託し、実施しています。

特定健康診査のお問い合わせは 美濃市保健センター

☎33−0550まで

第32回美濃市社会福祉大会
市民福祉講演会
社会福祉大会では、社会福祉功労者や福祉ポスター
の表彰、福祉協力校による活動発表などを行います。
市民福祉講演会は、山﨑武司氏（元プロ野球選手・
スポーツコメンテーター）を迎え、「挫折を乗り越え
て」を演題にご講演をいただきます。ぜひご参加くだ
さい。
※講演会の最後にプレゼント抽選会があります。
●と き／10月16日
（日）
●ところ／市文化会館
●社会福祉大会／午後1時30分から午後2時30分
●市民福祉講演会／午後3時から
※入場無料（入場整理券が必要）。
※入場整理券を9月26日（月）午前9時30分から、
市福祉会館・市文化会館・各地域ふれあいセンター
にて配布いたします。
※詳しくは市社会福祉協議会（☎35-2355）へ
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平成29年度美濃市職員募集（第2回）
●募集職種、人員および受験資格
◎一般事務職
大卒程度 若干名（昭和62年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人）
※身体障がい者枠あり
◎技術職（保健師）
大卒程度 若干名
（昭和57年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格取得者または今年度中に取得
見込みの者）
※両職種とも、平成28年7月に実施した第1回目の美濃市職員採用試験を受験してい
る人は、受験できません。
●申込受付
◎9月1日（木）から9月23日（金）までに美濃市役所（秘書課）申し込み。
申込書･実施要項は、秘書課または各地域ふれあいセンターにあります。
●試験日
◎第1次試験（教養、適性検査、性格診断検査、技術職（保健師）は専門試験あり）
と き／10月16日（日）
ところ／美濃市防災･中央コミュニティセンター2階
◎第2次試験（面接等）
と き／11月予定
※詳しくは秘書課（内線311）まで

美濃市職員（美濃病院）募集
薬剤師・管理栄養士
●募集職種･募集人員／薬剤師･1名 管理栄養士･1名
●受験資格／昭和33年4月2日以降に生まれた方で、次の表のとおり。
薬

剤

師

薬剤師免許取得者
（本年度卒業見込の方を含む）

管理栄養士
管理栄養士免許取得者で、糖尿病療養指導士資格を有
している方、または糖尿病療養指導士資格を取得する
意思がある方（本年度卒業見込の方を含みます）

●採用時期／平成29年4月1日
●試 験／と き：薬剤師/12月15日（木）、管理栄養士/12月8日
（木）
ところ：美濃病院
内 容：筆記試験･小論文･面接試験
●合否の通知／12月下旬予定（合否は受験者全員に通知）
●申し込み／9月1日（木）から11月30日（水）までの午前8時30分から午後5時15分
（土･日･祝日は除く）に所定の申込用書（美濃病院事務局および美濃病院ホームページに
有）に必要事項を記入し、提出書類とともに同病院事務局へ申し込み。
※詳しくは同病院事務局（☎33-1221またはホームページhttp://minohospital.jp/）まで
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9月1日から
「臨時福祉給付金」の申請受付を始めます
消費税率の引上げによる影響を緩和するため、国の臨時経済対策として「平成
28年度 臨時福祉給付金」の支給が始まります。給付を受けるには申請が必要
ですので、対象となる方は期限までに手続きをしてください。
■支給の対象となる人／平成28年度の住民税（均等割）が課税されていない人
※ただし、住民税課税者の扶養となっている人や生活保護を受けている人は対象
となりません。
■支給額／1人につき、3千円（支給は1回限り）
■申請をするには／支給対象となる見込みの方には申請書を8月下旬に送付しま
す。
書類が届きましたら、必要事項の記入、添付書類の確認をした上で、同封の返
信用封筒にて送付してください。
※障害･遺族年金受給者向け給付金（1人3万円）も同時に申請を行います。
■送付先／健康福祉課
■申請期間／平成28年9月1日（木）から平成29年2月28日（火）まで（消印
有効）
■給付金の受け取り／申請書に記載された指定口座に振り込みます。
※詳しくは健康福祉課 ☎33−1122（内線 151・155）

地域の絆づくり事業
あなたも飛んでみませんか

＠洲原ひまわり迷路
●と き／9月17日（土）
・18日（日）午前
9時から11時30分の初日のオープニン
グセレモニーには美濃ふたば幼稚園鼓
隊が出演します
●ところ／洲原ひまわりの里
（洲原地域ふれあいセンター前）
●主 催／洲原ひかりプロジェクト実行委
員会
●主 管／元気モリモリ洲原村
※問い合わせ先
洲原地域ふれあいセンター
（☎32-2105）
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より良い未来をつくるため

「曽代用水」世界かんがい施設遺産登録・
「清流長良川の鮎」世界農業遺産認定 記念事業

曽代用水ウォーキング＆アユすくいinみの

と

き

と こ ろ
内

容

9月22日（木）午前9時から
美濃市曽代（道の駅美濃にわか茶屋西側）
曽代用水の彼岸干しに合わせて、水のひ
いた用水内をウォーキングやアユすくい
を行ないます。

総務省統計局（岐阜県）では、10月20日現在で社会
生活基本調査を実施します。
この調査では、国民の生活時間の使い方やさまざまな
活動状況を調べ、暮らしや社会のための基礎資料として
活用します。
9月上旬には世帯名簿作成のため調査員が対象地域
を巡回し、10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査を
お願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解い
ただき、
ご回答をお願いいたします。

参 加 料

未就学児無料･小学生500円･中学生以上
1000円（当日ご持参ください）

申込期間
申込方法

9月1日（木）から

先着500名

住所･氏名･年齢･電話番号･Eメールアドレ
スを明記の上、産業課までファクスまた
はEメールで申し込みください。
ファクス

31−0052

Eメール sangyou̲280@city.mino.lg.jp
※詳しくは産業課（内線265）まで

〈問合せ先〉 岐阜県環境生活部 統計課
電話０５８-２７２-８１８７

第１2回

子育てママのりさいくるひろば
●と き／9月15日（木）
午前10時30分から午後2時
●ところ／みの赤ちゃん木育ひろば
（道の駅美濃にわか茶屋西棟内）
●内 容／子ども用品やマタニティ用品を持ちよって、
みんなで交換しましょう。
「 ゆずるのみ」
「も
らうのみ」の参加も可。もらったらうれしい
なと思えるものをお願いします。ぬいぐるみ
はご遠慮ください。短時間なら託児あり。安
心してご来場ください。
◎もらってうれしいもの
子ども服（150cmまで）、水着、帽子、おもちゃ、絵本、
学用品（鍵盤ハーモニカ、絵の具セット、習字セットな
ど中身がそろっていなくてもＯＫ）
ベビーベッドなど大きいものはご相談ください。特に
110cm以上の子ども服や学用品大歓迎！
◎開始直後は大変混み合いますので、
ごゆっくり。品は
随時補充します。駐車場に限りがありますので、乗り合
わせてお越しください。

※スタッフ募集中！
木育ひろばのスタッフはすべてボランティアです。子ど
もを遊ばせながらできる簡単な仕事で、お子さんの都合
でのキャンセルもスタッフ助けあって対応します。
りさい
くるひろばだけのスタッフも大歓迎！岐阜県産材の木のお
もちゃに囲まれた素敵な環境で、一緒に楽しみましょう！
（ 連 絡 先 鈴 木 ☎ 0 9 0 ‐ 9 1 4 5 ‐ 5 3 3 2 、メ ー ル
akazaru0@i.softbank.jp）

●主催／子育て支援もみじっこ
●問い合わせ先／健康福祉課（内線１５５）
まで

敬老の日特別企画

９月17日（土）〜20日（火）
は、
65歳以上の方を無料でご招待！
年齢を証明できるもの（運転免許証、健康保険証
など）をご持参ください。
●通常料金 １，
３５０円
●開館時間 平日午前9時30分から午後5時
土日祝午前9時30分から午後6時
（最終入館は1時間前まで）
●場
所 各務原市川島町笠田町1453
※詳しくは（アクア・トト ぎふ･☎0586-89-8200）
まで
公式ホームページ http://aquatotto.com/

今月の献血

●とき／９月14日（水）
午後１時30分から午後４時
●ところ／美濃市役所

「８０２０」表彰の募集
80歳以上でご自分の歯が20本以上ある方の表彰を
行ないます。該当される方は、市内の歯科医院で健診を
受けてください。
◇健 診 料／無料
◇健診期間／９月２日（金）から９月16日（金）
◇表
彰／11月12日（土）
「第41回美濃市産業祭」会場
※今までに表彰を受けた方は対象外です。
※詳しくは保健センター（☎３３−０５５０）
まで
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赤ちゃんの名前

長屋

あゆ む

林

歩夢ちゃん

ゆりあちゃん

武藤
伊藤
西田
平野
古田

はるあき

晴朗ちゃん

だい ご

大悟ちゃん

ゆう き

悠希ちゃん
のぞみ

希ちゃん

あき と

敬大ちゃん

誕生日

親の名前

住 所

6/23 弘明さん・いづみさん
7/6

孝博さん・貴子さん

生櫛
松森

7/13 寿哉さん・祥子さん

広岡町

7/13 良平さん・明子さん

俵町

7/16

薫さん・千華さん

7/18 裕臣さん・亜希さん
7/25 一衛さん・由加里さん

（美濃市乳幼児家庭教育学級）

中央

7月「食育（調理実習）」

西市場町

7月の学習会は美濃パン教室の大野征子先
生を講師にお招きし、親子でお菓子作りに挑戦
しました。子どもたちも積極的にお手伝いに加
わり、マドレーヌとキャロットゼリーをみんなで
楽しく作ることができました！自分たちの手で作
ったお菓子は最高の味ですね！
●次回の学習会は９月１２日（月）の「親子体操」
を予定しています。
※新規入会も随時募集しています！お気軽にお
問い合わせください。
教育委員会人づくり文化課（☎35・2711）

松森

司法書士による
無料登記・法律相談を開催します
○と き／10月1日（土）午前10時から午後4時
○ところ／岐阜県司法書士会館
（岐阜市金竜町5丁目10-1）
○相談員／岐阜県司法書士会岐阜支部会員
※詳しくは、岐阜県司法書士会事務局
（☎058-246-1568）
まで

保健センターで検診を行います
○と
き／９月27日（火）
○と こ ろ／保健センター
○受付時間／午前9時〜午前10時30分（30分ごとの時間予約制）
○申し込み／9月26日（月）
までに保健センター（電話33-0550）
まで
種

別

対

象

者

内

容

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査
（費用・無料）

昭和52年3月31日以前の生まれの方で、次のい
ずれかに該当する方
１：本年度満40歳になる方（昭和51年4月1日〜
昭和52年3月31日生）
２：昭和51年3月31日以前に生まれた方で、過
去に肝炎ウイルス検査を受けたことのない方
３：平成28年度の特定健診等において肝機能検
査の数値に異常が見られた方（過去に肝炎ウイ
ルス検診を受けた方も対象）

血液検査

貧血検査
（費用・無料）

昭和16年6月1日〜昭和52年3月31日生まれ
の方で、次のいずれかに該当する方
１：過去に貧血を指摘されたことのある方
２：貧血が気になる方

血液検査

前立腺がん検診
（費用・500円）

満50歳以上の男性

血液検査
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